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秋田港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

稲庭うどん  
  

湯沢市稲庭地区の特産品。手延べ製法からコシの強さとなめらかな喉ごしが生まれた。品の良い上品な味わいは贈答品とし

ても喜ばれている。 

  
 

 

所在地・開催地 湯沢市（その他、秋田県全域） 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
秋田県稲庭うどん協同組合 
http://www.inaniwa-udon.jp/ 

お問合せ【秋田県稲庭うどん協同組合】 

電話番号: 0183-43-2029 

ホームページ: http://www.inaniwa-udon.jp/ 

 

きりたんぽ鍋  
  

比内地鶏で出汁をとった醤油味のスープは、あっさりしていてコクがある。このスープがもちもちのきりたんぽにしみると

格別。ごぼうやセリも風味が増す秘訣。        

  
 

 

所在地・開催地 大館市・鹿角市（その他、秋田県全域） 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

秋田名物本場大館きりたんぽ協会 
http://kiritanpo.org/ 
 
発祥の地鹿角きりたんぽ協議会 
http://www.tanpo.or.jp/ 

お問合せ【秋田名物本場大館きりたんぽ協会（大館市産業部観光課）】 

電話番号:0186-43-7072 l ホームページ: http://kiritanpo.org/ 

お問合せ【発祥の地鹿角きりたんぽ協議会】 

電話番号:0186-22-0555 l ホームページ: http://www.tanpo.or.jp/ 

 

 

日本酒  
  

全国的な日本酒ブームが広がる今、日本酒好きの間では、中でも秋田がアツイと噂になっている！？伝統を守り、革新を続

ける全３５蔵元にご注目あれ！ 

  
 

 

所在地・開催地 秋田県(全域)  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
秋田県酒造協同組合ホームページ 
http://www.osake.or.jp/ 

お問合せ【上記ホームページをご覧の上、詳細については各蔵元にお問い合わせくださ

い。】 

http://www.inaniwa-udon.jp/
http://www.inaniwa-udon.jp/
http://kiritanpo.org/
http://www.tanpo.or.jp/
http://kiritanpo.org/
http://www.tanpo.or.jp/
http://www.osake.or.jp/
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秋田県産品プラザ  
  

秋田駅西口から徒歩 5 分、約 4,000 点の品揃えを誇る店舗です。秋田の総合情報発信拠点「アトリオン」が目印。B級ご当

地グルメ「横手やきそば」や「神代カレー」、地酒、ワインのほか、樺細工や曲げわっぱなどの地元工芸品も豊富。おみやげ

選びに迷ったら、売場スタッフにおすすめを聞いてみよう。 

 

  
 

 

所在地・開催地 
〒010-0001秋田県秋田市中通 2-3-8アトリオン B1F 

 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30分(8km) 

個人:バスで秋田中央交通買物広場徒歩 5分(8km) 

季節  
観光バス 
駐車台数 

5台 

関連リンク 
あきた県産品プラザ 
http://www.a-bussan.jp/shop/ 

お問合せ【 あきた県産品プラザ  】 

電話番号: 018-836-7830     メールアドレス: 

ホームページ: http://www.a-bussan.jp/shop/ 

 

ポートタワー・セリオン  
  

全高 143m、展望台は 100m、360 度の大パノラマ。四季の潮風を感じながら、眼下に広がる壮大な日本海を眺め、秋田市

内や、男鹿半島、太平山、そして、秀麗無比なる鳥海山を望むことができる絶景スポットです。青空から夕日、そして夜景

へと移りゆく秋田の表情を、心ゆくまでご覧ください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒011-0945秋田県秋田市土崎港西 1-9-1  

アクセス 港より徒歩 10分(800m) 

季節  
観光バス 
駐車台数 

周辺に多数有 

関連リンク 
ポートタワー・セリオン 
http://www.selion-akita.com/fac.html 

お問合せ【 道の駅あきた港 ポートタワー・セリオン 】 

電話番号: 018-857-3381 l メールアドレス: info@selion-akita.com 

ホームページ: http://www.selion-akita.com/fac.html 

 

田沢湖  
  

龍になった乙女「辰子姫伝説」が残る湖。最大水深 423.4mで深さ日本一。ルリ色に輝く湖面を背景に、黄金の「たつこ像」

が立つ。 

  
 

 

所在地・開催地 秋田県仙北市田沢湖  

アクセス 

車で：港より約 90分(84km) 

公共交通機関で：JR田沢湖駅からバスで約 15分 

「田沢湖畔」下車後、徒歩すぐ    

季節 通年 

関連リンク 
仙北市田沢湖観光情報センター「フォレイク」 
https://tazawako-kakunodate.com/ja/ 

お問合せ【仙北市田沢湖観光情報センター「フォレイク」】 

電話番号: 0187-43-2111  

ホームページ: https://tazawako-kakunodate.com/ja/ 

http://www.a-bussan.jp/shop/
http://www.a-bussan.jp/shop/
http://www.selion-akita.com/fac.html
mailto:info@selion-akita.com
http://www.selion-akita.com/fac.html
https://tazawako-kakunodate.com/ja/
https://tazawako-kakunodate.com/ja/
http://www.google.co.jp/maps/@39.7175702,140.1246305,19z
http://www.google.co.jp/maps/@39.7527162,140.0612552,17z
http://www.google.co.jp/maps/@39.7140693,140.6342964,13z
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角館の武家屋敷通り  
  

藩政時代の上級・中級・下級武士の屋敷が現存し、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている城下町・角館の武家

屋敷通り。黒板塀に映えるシダレザクラやモミジが見事。 

  
 

 

所在地・開催地 
仙北市角館町表町下丁  

仙北市角館町東勝楽丁  

アクセス 
車で：港より約 70 分(65km) 

公共交通機関で：JR 角館駅から徒歩約 15 分    

季節 通年 

関連リンク 
角館の魅力 
https://tazawako-kakunodate.com/ja/shops/21 

お問合せ【仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」】 

電話番号:0187-54-2700  

ホームページ: https://tazawako-kakunodate.com/ja/shops/320 

 

増田の内蔵  
  

成瀬川と皆瀬川の合流地点に位置する増田町は、古くから物流の要所として発展。特に養蚕やタバコなどで栄えた中七日町

通りには、間口が狭く奥行きが極端に長い主屋の奥に、豪壮な内蔵が残されている。光沢ある黒漆喰、建物毎に異なるデザ

インなど文化財としても一級品。 

  
 

 

所在地・開催地 横手市増田町中七日町通り  

アクセス 

車で：港より約 80 分(91km) 

公共交通機関で：JR 十文字駅からバスで約 10 分 

「四ツ谷角」 

下車後、徒歩すぐ    
季節 通年 

関連リンク 
増田町観光協会 まちなみと内蔵 
https://masuda-matta.com/uchigura/ 

お問合せ【増田町観光協会】 

電話番号:0182-45-5541 

ホームページ: https://masuda-matta.com/ 

 

 

秋田県立美術館  
  

世界的画家・藤田嗣治が昭和 12 年当時の秋田を描いた大壁画「秋田の行事」を常設展示するほか、多彩な企画展を開催。

建築家・安藤忠雄が手がけた建築美も見どころ。 

  
 

 

所在地・開催地 〒010-0001秋田市中通 1-4-2  

アクセス 
車で:港より約 20 分(8.7km)     

公共交通機関で：港よりバスで「中通二丁目」下車後、徒歩 5 分 

季節 通年 

関連リンク 
秋田県立美術館 
https://www.akita-museum-of-art.jp/index.htm 

お問合せ【秋田県立美術館】 

電話番号: 018-853-8686   

ホームページ: https://www.akita-museum-of-art.jp/index.htm 

https://tazawako-kakunodate.com/ja/shops/21
https://tazawako-kakunodate.com/ja/shops/320
https://masuda-matta.com/uchigura/
https://masuda-matta.com/
https://www.akita-museum-of-art.jp/index.htm
https://www.akita-museum-of-art.jp/index.htm
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92014-0300+%E7%A7%8B%E7%94%B0%E7%9C%8C%E4%BB%99%E5%8C%97%E5%B8%82%E8%A7%92%E9%A4%A8%E7%94%BA%E8%A1%A8%E7%94%BA%E4%B8%8B%E4%B8%81/@39.6003273,140.5592374,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x5f8f9a650a022aa7:0x8da05152c452ebeb!8m2!3d39.6002566!4d140.5618187?hl=ja
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92014-0300+%E7%A7%8B%E7%94%B0%E7%9C%8C%E4%BB%99%E5%8C%97%E5%B8%82%E8%A7%92%E9%A4%A8%E7%94%BA%E6%9D%B1%E5%8B%9D%E6%A5%BD%E4%B8%81/@39.5977733,140.560581,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x5f8f9a68a7955dd7:0x83685e2d97b4454e!8m2!3d39.5972848!4d140.5625909?hl=ja
http://www.google.co.jp/maps/@39.203555,140.546162,19z
http://www.google.co.jp/maps/@39.7172729,140.1216641,17z
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秋田竿燈まつり 
   

稲穂に見立てた竿燈が夏の夜空に揺らめき、五穀豊穣を祈願する「秋田竿燈まつり」。東北三大まつりの一つで、およそ２

７０年もの歴史を持つ国重要無形民俗文化財です。大きな竿燈を自在に操る差し手の技は、日々の訓練とバランス感覚が必

要とされます。代々受け継がれてきた伝統の技をご覧ください。 

  
 

 

所在地・開催地 秋田県秋田市竿燈大通り  

アクセス ツアー:係留バースより車で 20分(7km) 

季節 8月 3日～6日 
観光バス 
駐車台数 

周辺に多数有 

関連リンク 
秋田竿燈まつり 
http://www.kantou.gr.jp/index.htm 

お問合せ【秋田市竿燈まつり実行委員会】 

電話番号:018-888-5602   l メールアドレス:akita@kantou.gr.jp  

ホームページ:http://www.kantou.gr.jp/contact.htm 

 

秋田犬ステーション  
  

秋田市中心部にある秋田駅から程近い「エリアなかいち」で秋田犬と出会えます。 

秋田犬に触れることはできませんが、店内では写真撮影やオリジナルグッズ購入ができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒010-0001 秋田市中通１丁目４  

アクセス 
車で港より約 20分(8.7km) 

公共交通機関で：港よりバスで「中通二丁目」下車後、徒歩 5 分 

季節 通年 

関連リンク 

営業時間等詳細は下記ＨＰにて確認 
秋田犬ステーション 
http://www.saveakita.or.jp/station/ 
 

お問合せ【ONE FOR AKITA(a general incorporated association)】 

電話番号: 018-807-2535- 

ホームページ: http://saveakita.or.jp/ofa/ 

  

あきた舞妓  
  

四季折々に美しいお花を楽しめる千秋公園の中にある「あきた文化産業施設 松下」。あきた舞妓に会える他、施設内には

散策中に気軽に立ち寄れるカフェや秋田県内全部の蔵の銘酒を飲む事ができる日本酒バーがあります。お花見散策の途中に

ほっと一息、のんびりと休憩できて便利です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒010-0876 秋田市千秋公園１－３  

アクセス 
車で港より約 20分(8.7km) 

公共交通機関で：港よりバスで「中通二丁目」下車後、徒歩 10 分 

季節 通年 

関連リンク 
松下 
http://www.matsushita-akita.jp/ 
 

お問合せ【SEN Co.,Ltd】 

電話番号: 018-827-3241 

ホームページ: https://akitamaiko.com/ 

 

 

http://www.kantou.gr.jp/index.htm
mailto:akita@kantou.gr.jp　
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https://akitamaiko.com/
http://www.google.co.jp/maps/@39.7192939,140.1088136,17z
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